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渡辺パイプの事業フィールドである水、住まい、そして農業は、元気で快適

な暮らしへ直結しています。そして業界のリーディングカンパニーである渡

辺パイプの使命は、未来のスタンダードとなるシステムとサービスを生み出

し、お客さまの仕事を支え、メーカーさまの商品開発と販売をサポートして、

共に生活インフラの向上へ貢献していくことです。そのためには次代を

みつめ、常識や慣習を疑い、新しい発想で現状を見直し、仕組みがなけれ

ば作り、道がなければ拓いていく。あくなき繰り返しが業界を先駆けるサー

ビスやソリューションの開発につながり、そのサービスとエンジニアリングは

セディアシステムとして結実してきました。

そして今、渡辺パイプは、生活インフラを支えるマーケティングパートナーと

して、お客さまとメーカーさまの双方に価値を提供し、双方と価値を共有す

る独自のマーチャンダイジングを展開。そのすべては業界全体の活性化と

生活インフラの向上のため、さらには今日の暮らしをより良い未来へつなげ

るためです。人と人をつなぎ、人と商品をつなぎ、人と自然をつなぎ、人と未

来をつなぐ。渡辺パイプはこれからも、生活インフラへ貢献していることを誇

りに、実業に関わる喜びを胸に、業界を先駆ける価値創造企業として積極

的に提案しつづけていきます。セディアシステムと共に。

渡辺パイプは、

水と住まいと農業の領域で、

次代の価値創造に取り組みます。

水 道

ガ ス

通 信環 境

農 業 住まい

電 気

生活インフラ

生活インフラを支えるマーケティングパートナーとして、
渡辺パイプは元気で快適な生環境を提案しています。

生活インフラへ
貢献していることを
誇りに。

（ ）
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価値を創り、
価値を運ぶ。
セディアシステムです。

セディアシステムは、サービスとエンジニア
リングで対話するシステム。渡辺パイプの
マーチャンダイジングとネットワークの基幹
として機能しています。

セディアシステムはこれからも
サービスとエンジニアリングで新しい価値を生み出していきます。
渡辺パイプの事業は、１本のパイプを水道工事の現場へジャストインタイムでお届けするところから始まりました。それから60年以上。

私たちは、その歴史のなかで、古い価値を刷新し、新しい価値づくりへの挑戦を繰り返してきました。製品をただ届けるだけなら従来の問

屋と変わりません。渡辺パイプは、製品にサービスやソリューションといった付加価値を添えることで、商品を価値に変えるマーチャンダ

イジングをおこなっています。その中心で機能しているのがセディアシステム。渡辺パイプのサービス、開発力、ネットワークを支えるシス

テムであると同時に、お客さま、メーカーさまと共に進化していく、仕組みづくりのためのシステムです。

半世紀ほど前、工事資材は現金での仕入れが当たり前でした。渡辺パイプの創業者・渡辺次祐は、少しでもお客さま
の負担を軽くして工事に専念してほしいとの思いから、業界に先駆けて、掛け売りという信用取引を始めました。さらに
商品を配送するという今では当たり前のサービスも、業界で初めておこなったのは渡辺パイプ。すべてはお客さまのため
に。その思いで前例がなければ作り、道がなければ拓く。そこから生まれるサービスやソリューションは、お客さまに安心と
満足の笑顔を届けています。

セディアシステムから生まれるのは笑顔です。すべては地域のお客さまのために。

セディアシステムは、お客さま、メーカーさまと共に進化していきます。

仕組みとしてのサービスや
ソリューションなど、

付加価値の高いサービスを
発信しています。

商品に関する技術はもちろん、
情報技術やオペレーション技術を
常に磨きつづけています。

ネットワークこそダイアローグ。
人や地域社会と積極的に対話して、
価値のある流通ネットワークを

作りあげています。

Service
〔サービス〕

Engineering
〔エンジニアリング〕

Dialogue
〔ダイアローグ〕





マーケティング
パートナーとして、
新しい流通の
カタチを創ります。

お客さまとメーカーさまをつなぎ、
双方に価値を届けるビジネスモデルを展開していきます。
渡辺パイプの水と住まいの事業は、お客さまとメーカーさまの間にいます。あるときは商社の目、あると

きは卸の目で、お客さまに代わって商品を選んで取り揃えます。めざしているのは、豊富な品揃えでは

なく、確かな品揃え。お客さまが必要とする商品だけをきちんと品揃えしておくことです。だからお客さ

まは渡辺パイプへ連絡するだけで大丈夫。1本のパイプから始まって、住まい１軒分の資材が渡辺

パイプから届きます。そしてお客さまの購買代理機能だけでなく、メーカーさまにも商品開発の基礎と

なるお客さまからの情報をフィードバックして貢献。お客さまとメーカーさまの双方に価値を届ける

マーケティングパートナーとして新しい流通形態を構築していきます。

お客さまの顧客情報とメーカーさまの商品情報、そして地域の現状を分析して、必要とされる商品とサー
ビスだけを取り揃えています。お客さま、地域、そして状況により必要とされる商品は異なります。今、お客
さまが必要としている商品を迅速に届ける。そこに価値が生まれます。その価値を生むマーチャンダイ
ジングを渡辺パイプはめざしていきます。

確かな品揃えで、メーカーさまからの製品・商品に
付加価値を添えて、価値へと変える。

渡辺パイプがめざしているのは、あらゆる商材を取り揃えることではありません。お客さまが必要とする商品
だけを揃えることです。渡辺パイプへ連絡すれば、工事に必要な商品はすべて手にはいる。ワンストップというソリ
ューションこそ、メーカーさまとの強いつながりから生まれる価値のひとつ。お客さまのパートナーとして、渡辺
パイプはその価値を磨き続けています。

どこよりもスピーディーに、ワンストップというソリューションを。

販売代理 工事

商 品

お客さま

80,000社

セディア
グループ

550カ所

サービス
センター

エリア
センター

物流
センター

水と住まいの事業は
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エンド
ユーザーさま

メーカーさま

3,000社
D3

マーケティングパートナー

セディアシステム

購買代理

サービス

ネットワーク 情 報

物 流
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あらゆる商材を
ワンストップで
お届け
しています。

管材、住設、電材、建材など、

管材、住設、電材、建材など、住まい１軒分に必要な商品を取り揃えている渡辺パイプ。配送の拠点となるの
は、全国550ヵ所以上に点在するサービスセンターです。常時3,000～5,000点を在庫して、3,000台以上の
配送車で迅速に配送。また、ネットワークカードなど付加価値の高いサービスもご案内。商品、情報、サービス
の面からお客さまの工事をバックアップしています。

3,000台以上の配送車で、タイムリーに配送しています。

3,000社のメーカーから100万点以上を取り扱い、ワンストップでお届けしています。

全国のサービスセンターに、3,000台以上ある
配送車で迅速にお届けしています。

「すべてはお客さまのために」を合い言葉に、お客
さまの仕事に役立つサービスをお届けしています。

24時間受発注システムやソリューションメニューな
ど、ビジネスをサポートする情報を発信しています。

管 材
建 材

電 材
住 設

鋼管・鋼管継手類、塩ビ管・塩
ビ管継手類、銅管・銅管継手
類、ステンレス管・ステンレス
管継手類、鋳鉄管・異形管、
バルブ類、水栓類、支持金具
類など、管材に関するあらゆる
商品をお届けしています。

内装材、床材、調湿建材、断
熱材、扉、サッシ、外壁材、屋
根材、光触媒、雨とい、門扉、
フェンス、テラスなど、建材に
関するあらゆる商品をお届け
しています。

電気工事材料、電線、配電
機器、電気設備、照明器具、
家庭電化品など、電材に関す
るあらゆる商品をお届けして
います。

システムキッチン、ユニットバ
ス、トイレ、洗面化粧台、給湯
器、エコキュート、浴室暖房乾
燥機、空調機器、浄化槽な
ど、住設機器に関するあらゆ
る商品をお届けしています。

ワンストップで、スピーディーに。
お客さまのお仕事をバックアップしています。
渡辺パイプの水と住まいの事業は、水の領域で工事にたずさわる水道設備工事店さま、土木工

事店さま、さらには住まいの領域でビジネスを展開するリフォーム店さま、工務店さま、電気工事店さ

まをバックアップ。業界No.1の商品供給力、サービス、ネットワークを活かして、水と住まいに関する

すべてのことにワンストップで対応。お客さまが必要としている商品を、必要なときに、必要な場所へ、

付加価値の高いサービスを添えてお届けしています。さらにお客さまが直面する課題を真剣に考

えて、その解決にお役立ていただけるソリューションメニューも積極的に開発しています。
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食の未来を拓く
農業総合メーカー
です。

グリーン事業は 農業総合メーカーとして。
安心のサービスを添えてお届けしています。
農業をとりまく環境は今、厳しい現実に直面し大きく変化しています。その中で営農家のみなさまをバッ

クアップするために、グリーンハウスやシステム、そしてサービスの開発に取り組んでいるのがグリーン事

業。パイプハウスから大型ハウス、研究用ハウスまでをフルラインナップするメーカーとしてだけでなく、大

型化・システム化へと向かう日本の農業の明日のために、ハード＆ソフトから生まれるさまざまなソリュー

ションサービスを開発し、営農家のみなさまの期待にお応えしています。

グループ直営農場の運営や海外での施工など、多岐にわたって活動しています。

げんき農場羽生
埼玉県羽生市にある八角クリアハウスで、最新
の栽培システムを用い、高品質なイチゴの栽培・
出荷を行っています。

げんき農場八街
千葉県八街市にあるWBFCハウスで、多品種
のミニトマトを生産・出荷している他、自社製品の
運用実験なども行っています。

海外拠点（ベトナム・台湾）
近年高い経済成長を続けるベトナムや、台湾
に営業拠点を持ち、アジア諸国において多く
の施工実績があります。

パイプハウスから大型ハウス、さらには大規模栽培システムの開発にも取り組んでいます。

全国で広く一般的に使用されているパイプハウ
スや、大型鉄骨ハウスなど、さまざまなグリーンハ
ウスをラインナップしています。

グリーンハウス ハウス設備・構成部材
カーテン・換気装置、冷暖房・光合成促進装置、
灌水装置、防除機器などのハウス内設備や、ハ
ウス本体部材、被覆固定部材などの構成部材
をお届けしています。

高機能制御盤（ウルトラエースシリーズ）
簡単に農業のIoT化が始められる制御盤「ウ
ルトラエースシリーズ」など、遠隔制御・モニタ
リングシステム開発に取り組んでいます。

栽培システム（ガイアシリーズ）
施設園芸で一般的なトマトやイチゴ、葉物など
に最適な養液栽培システムを各種ラインナッ
プしています。

「グリーンハウス３年補償サービス」や「フィルム張
替補償」など、業界を先駆ける安心サービスをお届
けしています。

補償サービス特殊温室
研究施設や観賞用施設、一般商業施設ま
で。大規模な構造物や特殊な設計にもフレキ
シブルに対応します。

生産資材の開発やWEB見積もりサービスの提供など、農業分野に広く展開しています。

肥料
専用肥料から土壌改良材、養液栽培専用複合
肥料まで、多くのラインナップで幅広いニーズに
お応えします。

らくちん見積もりシステム
WEB上での簡単な入力で、ご希望の条件に
合ったハウスの見積もりや3Dシュミレーション
ができる、最新システムを公開しています。

マルチフィルム
畑で広く使用されているトンネル・マルチフィル
ムや環境に配慮した生分解性マルチフィルム
を製造しています。
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渡辺パイプから生まれ、渡辺パイプの価値の象徴だったセディアシステムは、

今ではグループ企業全社のブランドに成長。

さらには、お客さまともわかちあえる仕組みに、メーカーさまとも共有できるシステムに、

そして業界全体の価値になることをめざしています。

そのためにも常に挑戦者の精神で、次の目標を掲げ、

ブランドロイヤリティーとしてのあるべき姿を提示して、行動に移していきます。

人と暮らしのより良い未来のために。流通ネットワークNo.1へ。

流通ネットワークNo . 1。
セディアシステムと共に。

自然環境の源である水を中心に環境保護の重要性を学び、
大自然のなかでの自然体験や野外活動・スポーツを通じて、
心身ともに豊かな人間の育成などに寄与することを目的に設立。自然をテーマに、
その素晴らしさ、偉大さを再発見する研究や取り組みを積極的にバックアップして、
健康で豊かな次代の社会インフラに貢献する財団です。

公益財団法人セディア財団

渡辺パイプの関連事業施設です。

●渡辺パイプ株式会社

●渡辺パイプ沖縄株式会社

●株式会社ツギテの三共

●ヤナギ管材株式会社

●株式会社鶴岡屋

●中村機械工具株式会社

●千成産業株式会社

●株式会社大成商会

●大野バルブ産業株式会社

●平和テクノ株式会社

●台灣渡邊建材股份有限公司

●株式会社WATER WORKS

●株式会社ワークサポート

●株式会社プロスパー

●パイプシステム工業株式会社

●株式会社セディアトランスポート

●株式会社セディアC＆P

●株式会社エドビ

●協伸株式会社

●西日本グリーン販売株式会社

●みかど化工株式会社

●株式会社げんき農場

●Watanabe Pipe Vietnam Co., Ltd.（WPVN）

●げんきビジネスサポート株式会社

●株式会社セディアビーエス

●株式会社アサマリゾート

●NPO法人 浅間山麓国際自然学校

https://www.sedia-found.org

標高1,000mのゴルフコースです。大自然を背景に
した美しい眺望を楽しみながら、絶妙なアンジュレー
ションが織りなす戦略性の高いゴルフが楽しめま
す。季節によっては眼下に雲海が広がります。

小諸高原ゴルフクラブ

北陸新幹線 佐久平駅から徒歩1分、軽井沢が近い
ことからレジャーとしてはもちろん、ビジネスにもご利
用いただけるホテルです。最上階の展望風呂＆露
天風呂からは、自然あふれる佐久平を一望すること
ができます。また、近隣には「アサマ2000パーク（ス
キー場）」や、「小諸高原ゴルフクラブ」があり、快適
なレジャーも一緒にお楽しみいただけます。

アクアホテル佐久平
http://www.aqa-hotel.com

https://www.komoro-kogen.com

2019年12月に新築オープンした宿泊施設です。ホ
テルの目の前にはアサマ2000パークのゲレンデがあ
り、初夏から秋にはハイキングや天体観測が楽しめま
す。四季折々の自然とのふれあい、標高2,000ｍの風
と空気を体感いただけます。

標高2,000m、上信越高原国立公園内に位置する
宿泊施設です。そのロケーションは、まるで雲の上に
あるホテル。富士山や八ヶ岳を望む山並みに溶け
込む夕日は、やがて満天の星へ姿を変えます。四季
折々にうつりゆく大自然の息吹を感じながら、おくつ
ろぎいただけます。 

高峰マウンテンホテル

高峰高原ホテル
https://www.takamine-kougen.co.jp 

https://www.takamine-
mountainhotel.com

浅間山麓の広域エリアを活動拠点とする特定非営
利活動法人です。四季折々の浅間山麓を舞台にお
こなわれる自然体験や野外活動は、参加されるご家
族やお子さまへ、机上では得られない貴重な学びを
お届けしています。

NPO法人
浅間山麓国際自然学校
https://npo-asama.jp

群馬と長野の県境、上信越高原国立公園に位置
する、標高2,000mのスキー場です。シーズン中は
国内最上級の雪質と雄大な名峰が連なる大パノラ
マを堪能。大自然のなかでウインタースポーツが堪
能できます。

アサマ2000パーク
https://asama2000.com
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